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ワイドモニター
4.3
高画質4.3インチワイド液
晶を搭載。液晶表面は映像
がより鮮やかに見えるグレ
アタイプを採用。

（単位：mm）

バックミラーモニター

インチ

バックギアに連動して
リアカメラ映像に自動切替!!

R

バックでの車庫入
れ時などの後方確
認をサポート!!

高画質
高品質

本製品は背面のスラ
イドレバーで純正バッ
クミラーを挟み込んで
装着するタイプです。

取り付け可能な純正バックミラー
の高さは55～75mmです。

基本接続概要図

《ご購入前に必ずお読みください》●本製品は12V車専用です。●本製品は向かって左側にモニターを内蔵しており、右ハンドル車向けの仕
様となっています。●純正バックミラーのサイズによっては装着できない場合があります。●映像は必ずFULL画面表示となり映像サイズの変更はで
きません。よって4：3の映像を入力すると16：9サイズで表示されます。●本製品にTVチューナーは内蔵していません。●本製品にリアカメラやサイ
ドカメラは付属していません。●本製品はNTSCのビデオ信号（RCAピン端子）に対応しています。●本製品の入力切替は映像のみとなります。DVD
プレーヤーなど映像再生機器を2台接続する場合、音声の入力切替につきましては車両（車載オーディオ）側の音声切替機能を使用するか、または別
途音声切替機器（セレクター）を用意する必要があります。●運転者は運転中、絶対に映像を鑑賞しないでください。前方不注意による大事故の恐れ
があると共に、安全運転義務違反による処罰の対象となります。●本製品の取り付けは、必ず
専門の知識・設備のある取扱業者で行ってください。●本製品を装着、または使用して発生した
事故、違法行為、車両の故障や破損、盗難等の責任は一切負いません。●全ての画面表示は全
てハメコミ合成によるイメージです。実際の見え方とは異なります。●製品の仕様、価格及びデ
ザインは改良のため予告なく変更する場合があります。●カタログと実際の色とは印刷の関係
で多少異なります。●カタログに記載の一部、または全部（デザイン含む）をデータシステムの
許諾・許可無しに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版等行うことを固く禁じます。

LTM6023Ⅱ JANコード

製品仕様

同梱内容

■バックミラーモニター本体
■電源/RCAケーブル

■エレクトロタップ、結束バンド　
■保証書・ユーザー保証登録カード

■取扱/取付説明書

バックミラーモニター

電源電圧 DC12V 画面サイズ 4.3インチ ワイド
画面比率 16 : 9 画素数 130,560 × RGB
ヒューズ容量 3A 使用温度範囲 0 ～ +60℃
モニター重量 約315g 映像入力 RCA端子×2系統　NTSC
消費電流 （待機時） 約70mA　（動作時） 約160mA  
本体寸法 274（W） × 79（H） × 24（D）mm ＊突起部、及びスライドレバーを除く
取付有効寸法※ 55～75mm（取り付け可能な純正バックミラーの高さ）
※必ず純正バックミラーのサイズをご確認ください。

※本製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず同梱の「取付・取
扱説明書」をよくお読みください。 ※液晶パネルは99.99%以上の有効画素があ
りますが、その性質上0.01%以下の画素欠けや常時点灯する画素があります。

ピン端子ケーブル（両側オス）を別途ご用意ください。
必要な長さ及び本数は、装着する車種及びAV機器の設置場所・設置台数により異なります。

地デジやGPS受信への干渉をシャットアウト

ノイズ対策済み
幅広い車種のインテリアにマッチする

純正風デザイン

バックミラーモニターバックミラーモニター

リアカメラ映
像で

リアカメラ映
像で

バック時のサポ
ート

バック時のサポ
ート

サイドカメラ映
像などで

サイドカメラ映
像などで

ドライブ時のサ
ポート

ドライブ時のサ
ポート

スマホからも製品情報をチェック
（12V車専用）
汎用製品

便利な
2入力端子
2つのカメラを
接続可能

リバース
連動機能
バックギアに連動して
リアカメラ映像に
自動切替

ダブル で確認!!

リバース連動機能

ミラー と画面
純正風全面ミラー仕様

全面
ミラー
仕様

4.3
インチ
ワイド

グレア
タイプ

お買い求めとご相談は信用ある当店へ

カタログ記載内容　2021年7月現在202107-163-PDF-00000

※1

※1

ACC電源へ

アースへパーキングブレーキへ

バックアップランプへ

リバース線（紫）

パーキングブレーキ線（緑）

ヒューズ（3A）

電源/RCAケーブル

映像入力【1】

映像入力【2】

約50cm

約250cm

※1：ピン端子ケーブル
は必要な本数を別途ご
用意ください。
※2：エンタメ映像を映
す場合は必ず緑線を
パーキングブレーキへ
接続してください。詳し
くは同梱の取付説明
書をご覧ください。
●本製品は音声入力端
子及び音声出力機能を
装備していません。音
声の接続に関しては下
記の注意書きをご参照
ください。
●同梱のケーブル等の
配線色は変更する場合
があります。

リアカメラ

フロントカメラやサイドカメラなど※2

バックミラーモニター本体

https: / /www.datasystem.co. jp データシステム 検　索検　索

■東京都新宿区新宿1-18-2  TEL 03-5369-4137（代）　■岡山県倉敷市神田1-1-11  TEL 086-445-1617（代）

お問い合わせ受付時間 10：00～12：00／13：00～17：00（月～金曜日 ※年末年始、祝日除く）
086-445-1617 086-486-0442
適合・在庫確認・ご注文のお問い合わせ

　電話番号やPC/モバイル
サイトのURLが読み出せます

修理受付・技術的なお問い合わせ

＊R-SPECロゴはデータシステム社の登録商標です。
＊e-partsはデザイン・クォリティ・テクノロジーに基づいて生み出された、（株）データシステム製品の信頼性を象徴するトレードマークです。



バックミラーモニター

鮮明な映像の液晶モニターと、視認性の高いミラーそれぞれの
機能・性能を確保。軽量設計により純正バックミラーへの負荷も
軽減。映像入力を2系統装備しているので、2つのカメラ映像を
入力できます。複数のカメラ映像を表示してセーフティードライ
ブをサポートします。

4.3インチワイド液晶搭載。
純正風バックミラーモニター。

リバース
 連動機能
  搭載!!

リバース
 連動機能
  搭載!!

セーフティードライブ
を

しっかりサポート

原寸大
税込価格 19,800円（税別 18,000円）

バックギアに
連動して

リアカメラ映像に
自動切替!!

セーフティードライブをサポートするカメラシリーズ&カメラキットシリーズ

徹底したノイズ対策でナビや地デジも快適

明るさ・コントラスト・色の濃さの3つの画質調整機
能を搭載しており、細かな画質調整が可能です。

映像調整機能も充実

伸縮式のスライドレバー
で、純正のバックミラーに
かぶせるだけの簡単装
着。幅広い車種への取り
付けを可能にしました。軽
量設計により純正バック
ミラーへの負荷も軽減。

幅広い車種への取り付けが可能

23mm

54mm

可動範囲
2つのカメラを同時に入力できるので、複数のカメ
ラ映像であらゆる死角をカバーできます。

便利な2入力端子搭載

水平画角180°のワイドな視界を
  含む6パターンの表示が可能!!

マルチVIEWカメラ
MVC811MVC811
税込価格 18,480円
　（税別 16,800円）

R
リアにも

フロントに
も

使える

埋め込みタイプだから
  目立たず取り付け!!

ビルトインカメラ
BIC263BIC263
税込価格 14,080円
　（税別 12,800円）

水平画角

180°のワ
イド

映像

リアカメラを純正風に
 目立たず装着!!

エンブレムリアカメラキット
RCK seriesRCK series
税込価格 23,980円
（税別 21,800円）

幅広い

車種に
対応

幅広い車種に対応!!
  汎用タイプのサイドカメラ

サイドVIEWカメラ
SVC260ⅡSVC260Ⅱ
税込価格 16,280円
（税別 14,800円）汎用性の

ある形状の

カメラカバ
ー

を採用

全面ミラーで
後方視界もバッチリ
全面ミラーで
後方視界もバッチリ
全面ミラーで
後方視界もバッチリ
全面ミラーで
後方視界もバッチリ

モニターの電源がオフの時には全
面がミラーとなり、後方の視界を
しっかりと確保でき安心です。

独自のノイズ対策により、地
デジチューナーやGPS受信
への影響を最小限に抑え、
多くの市販バックミラーモ
ニターで発生するノイズ問
題をほぼクリアしています。

ノイズで
映像が
乱れる

ノイズで
映像が
乱れる

本体内部の
特殊処理によりノイズを

シャットアウト

本体内部の
特殊処理によりノイズを

シャットアウト

LTM6023Ⅱ 他社製品SIDE

LTM6023Ⅱの
最新情報は
スマホから

※エンブレムは付属しません。


